
政策評価結果書の要旨

【政策分野】

食料・農業・農村に関する国際協力の推進

【政策分野全体の目指す姿】

食料・農業・農村に関する国際協力の推進を通じて、世界の食料需給の安定に貢献する。

【目標ごとの達成状況と要因の分析・改善の考え方】

重点的に取り組むべき課題と目指すべき姿（１）

飢餓・貧困の削減や地球環境保全及び国際農業交渉等の円滑化等に貢献することを目的として、食料・農

業・農村に関する国際協力を推進する。

目標①：飢餓・貧困の削減への貢献
目標値：１００％（各年度） 実績値：８０％ 達成状況：８０％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が飢餓・貧困の削減へ貢献すると評価された。

析・改善 (2)ＯＤＡ（政府開発援助）をより効果的・効率的に活用するために、我が国の得意分野を対象

の考え方 とした技術支援といった視点も重ねつつ、重点的に取り組むべき課題を検討していく必要が

ある。さらに、ＪＩＣＡ（（独）国際協力機構）やＪＢＩＣ（国際協力銀行）との連携を強

化することにより事業成果の有効活用を推進する必要がある。

目標②：地球環境保全への貢献
目標値： １００％（各年度） 実績値：８０％ 達成状況：８０％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が地球環境の保全へ貢献すると評価された。

析・改善 (2)地球規模の環境問題については、我が国へも影響を及ぼすこと等から重要な課題となってお

の考え方 り、今後も重点的に取り組む必要がある。さらに、同様の問題を抱える他の地域にも普及・

展開されるよう相手国政府等に積極的に呼びかけるとともに助言等を行う必要がある。

目標③：我が国の農業政策への理解の促進
目標値： １００％（各年度） 実績値：７８％ 達成状況：７８％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が我が国の農業政策への理解が深まったと評価された。

析・改善 (2)近年、ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉等の国際交渉において、我が国の立場を反映した合意形成を目指

の考え方 す中でＯＤＡを戦略的に活用することが重要であり、これに資する事業への重点化を図る。

目標④：突発的・大規模な問題への適切な対応
目標値： １００％（各年度） 実績値：８３％ 達成状況：８３％ 達成ランク：Ｂ

要因の分 (1)結果は概ね良好であり、事業成果が突破的・大規模な問題への適切な対応に貢献すると評価

析・改善 された。

の考え方 (2)自然災害等の突発的・大規模な問題は、発生した開発途上国のみならず、我が国を含めた食

料安全保障等にも甚大な影響を及ぼす恐れがあるため、今後も積極的に取り組む必要がある。

【政策分野の総合的な評価】

事業効果をより大きくする観点から、我が国が比較優位性を有する分野や食料安全保障と環境問題・水問

題の同時解決を目指す分野等への取組を一層強めていくことが必要である。

また、近年、ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉等の国際交渉において、開発途上国が重要なプレーヤーとなってきてい

ることから、我が国の立場を反映した合意形成を目指す中で、国際交渉全体の牽引・加速に資する協力とし

て協力ニーズの高い分野への対応強化等に重点化を図る等ＯＤＡを戦略的に活用することも必要である。

評価書の詳細

http://www.maff.go.jp/soshiki/kambou/kikaku/hyoka/17/16.pdf
担当：大臣官房国際部国際協力課 ℡０３－３５０１－８０８３



政策評価結果書
平成１８年３月３１日

（最終改訂同年７月７日）
実績評価（目指すべき姿と目標の考え方）

政策分野 食料・農業・農村に関する国際協力の推進

政策分野主管課 政策分野主管課：大臣官房国際部国際協力課
及び関係課 関 係 課：大臣官房環境政策課、大臣官房統計部統計企画課、

大臣官房国際部国際政策課、貿易関税課
総合食料局食料企画課、食糧貿易課
消費・安全局動物衛生課
生産局総務課生産政策室、種苗課
経営局協同組織課、普及・女性課
農村振興局設計課、農村政策課、水利整備課
農林水産技術会議事務局国際研究課

政策分野の全体 食料・農業・農村に関する国際協力の推進を通じて、世界の食料需給の安定
の目指す姿 に貢献する。

重点的に取り組むべき課題（課 目標 判断に用いる指標
題ごとに目指すべき姿） （政策の有効性に関する指標 ・データ

／政策の有効性を判断する視点）

飢餓・貧困の削減や地球環境保全 ①飢餓・貧困の削減への貢献 相手国の関係者等を
及び国際農業交渉等の円滑化等に ・農業の生産性・生産力の向上 対象にしたアンケー
貢献することを目的として、食料 ・農業所得、農村生活環境の向上 ト調査
・農業・農村に関する国際協力を ・食料備蓄の確保 等
推進する。

指標：アンケート調査
目標年次：各年度
目標値：１００％

②地球環境保全への貢献 相手国の関係者等を
・砂漠化の防止 対象にしたアンケー
・持続的な水資源の保全・利用 ト調査
・地球環境保全型農業の推進 等

指標：アンケート調査
目標年次：各年度
目標値：１００％

③我が国の農業政策への理解の促進 相手国の関係者等を
・農業の多面的機能への理解の促進 対象にしたアンケー
・国際農業交渉等の円滑化 等 ト調査

指標：アンケート調査
目標年次：各年度
目標値：１００％

④突発的・大規模な問題への適切な対応 相手国の関係者等を
・自然災害、紛争等からの復興 対象にしたアンケー
・越境性疾病の防疫 等 ト調査

指標：アンケート調査
目標年次：各年度
目標値：１００％



実績評価（目標設定と判定の考え方）

上位計画 食料・農業・農村基本計画

(関係箇所) 第３の１の(７)国際協力の推進

目標年度 ―

目標値 ―

〔政策分野の全般的考え方（必要性）〕
世界には約８億５千万人（2000-2002年）の栄養不足人口が存在し、その９６％が開発途上国に集中して

いることから、１９９６年の世界食料サミットにおいて、世界の食料安全保障の達成と栄養不足人口の２
０１５年までの半減を目指すことが宣言された。さらに、２００２年に開催された世界食料サミット５年
後会合においては、世界食料サミットにおいて定められた目標の達成状況が不十分であるとして、世界の
栄養不足人口の半減に向け、各国による取組の一層の強化が求められているところである。
また、非伝統的な焼畑農業等による森林の減少・劣化や過放牧等による砂漠化の進行等の地球的規模の

環境問題が顕在化している中で、開発途上国の荒廃しつつある農地、草地等の回復・保全に積極的に取り
組むとともに、持続的で生産性の高い農業を普及・発展させることも重要である。
さらに、ＯＤＡ（政府開発援助）の実施に当たっては、我が国の外交政策や国内政策との整合性を図っ

ていくこともこれまで以上に求められるようになっている。このような観点から、ＥＰＡ交渉やＷＴＯ農
業交渉等における我が国の主張を開発途上国に浸透させるとともに交渉の円滑化を図るなど、我が国の農
業政策への理解の促進に資することも重要である。
自然災害や人畜共通越境性疾病等の突発的かつ大規模な問題への適切な対応も重要である。
こうしたことから、我が国としては、飢餓・貧困の削減や地球環境の保全に資するため、ひいては世界

の食料需給の将来にわたる安定に貢献するため、開発途上国の実情やニーズに即して、食料・農業・農村
分野の技術協力や食料援助を進めるなど、食料・農業・農村に関する国際協力を積極的に推進していく必
要がある。
さらに、「政府開発援助大綱（平成15年8月29日閣議決定）」においても、貧困削減や地球的規模の問題へ

の取組等が重点課題として設定されており、農林水産省としても専門的知見や技術を生かし、これに資す
る取組を実施する必要がある。

〔政策分野の目標設定の考え方〕
食料・農業・農村に関する国際協力は、開発途上国の実情やニーズに即して、飢餓・貧困の削減や地球

環境の保全等に貢献するとともに、こうした取組を通じて、我が国の農業政策への理解を促進することを
目的に実施しているが、その効果を把握するに際して、
・発現するまでには、一定期間を要することに加え、
・気象条件や社会制度の変革、他の援助国や開発途上国自らの取組等の種々の要因の影響も大きいこと
等の特質を踏まえる必要がある。
このため、本政策分野については、以下の４項目を目標として設定し、各事業ごとに相手国の関係者等

を対象としたアンケート調査を実施して、各事業の事業目標の達成度等について評価を行ってもらい、そ
れを集約することにより評価する。
①飢餓・貧困の削減への貢献
②地球環境保全への貢献
③我が国の農業政策への理解の促進
④突発的・大規模な問題への適切な対応

〔目標値の算出方法
／達成状況の判定方法〕

目標①飢餓・貧困の削減への貢献
目標②地球環境保全への貢献
目標③我が国の農業政策への理解の促進
目標④突発的・大規模な問題への適切な対応

ア 算出方法
各事業の目的を、上記の目標①～④のいずれかに分類した上で、各事業ごとに、相手国の関係者等（政



府関係者、国際機関関係者、国際協力NGO職員、研修参加者等）を対象に、（１）に示すような事業目標を
設定し、当該事業目標及び、上記①～④の目標について（２）に示すデータが得られるような項目を盛り
込んだアンケート調査を実施する。

（１）事業目標（例）
・持続的な営農体系の確立・普及
・水利用効率の高い節水型の水稲栽培技術の開発・普及
・持続的な水稲生産による農業所得の向上

（２）評価の視点
・妥当性

対象国の実情やニーズに合致した事業内容となっていたか。
・有効性

想定された事業目標が達成できたか。
・効率性

事業成果を達成する上で、適切かつ効率的な事業内容となっていたか。
・インパクト

事業成果は、上記の目標の達成に貢献するか。
・自立発展性

事業成果は、事業終了後も継続的・発展的に活用されていくと見込まれるか。

それぞれの項目ごとに、１（低）～５（高）の５段階で評価を行ってもらい、それらの結果を
目標①～④ごとに集計し平均値を算出する。
平均値を、以下の通り達成度に換算する。
５ ４ ３ ２ １

１００％ ７５％ ５０％ ２５％ ０％

（評価の目安）
５：強くそう思う（Excellent）、４：そう思う（Good）、３：どちらともいえない（Fair）、
２：そう思わない（Slight）、１：全くそう思わない（Poor）



実績評価（目標値と実績値の推移）

【目標値と実績値の推移】

目標①飢餓・貧困の削減への貢献
【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：５０事業

目標②地球環境保全への貢献
【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：９事業

目標③我が国の農業政策への理解の促進

【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：９事業

目標①飢餓・貧困の削減への貢献
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目標②地球環境保全への貢献
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目標③我が国の農業政策への理解促進
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目標④突発的・大規模な問題への適切な対応

【参考データ】評価の視点ごとの結果

事業数：７事業

目標④突発的・大規模な問題への適切な対応
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実績評価（評価結果と分析・改善の考え方）

目 標 評 価 結 果

目標① 目標値、実績値、達成状況
飢餓・貧困の削
減への貢献 本年度の目標値 １００％（各年度）

本年度の実績値 ８０％
達成状況 ８０％ 達成ランク Ｂ

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 結果は概ね良好であった。
・ 妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性ともに概ね良好な結果が得ら
れた。

・ これは、世界の栄養不足人口の９６％が集中している開発途上国においては、農
林水産業が基幹産業になっており、農林水産業の発展が重要である中で、
① 相手国のニーズの高い分野に対し事業を行ったこと
② 研修で得た技術・知見や基礎調査・技術開発事業で作成した各種マニュアル等
事業成果が相手国にとって有効であると評価されたこと

③ 事業の実行段階で相手国政府関係者と連携促進会議を実施する等相手国政府独
自の施策と事業が相乗効果を発揮できるような手法をとっていることが評価され
たこと

④ 研修等で得た技術・知見を各国で関係者に伝達する等事業成果が事業終了後も
継続的・発展的に活用されたこと

等が一因となっていると考えられる。
・ しかし、事業成果が飢餓・貧困の削減へ貢献すると評価された一方で、飢餓・貧
困の解決のためには、事業成果を活用するため、ＪＩＣＡ（（独）国際協力機構）の
技術プロジェクトや外務省の無償資金協力、ＪＢＩＣ（国際協力銀行）有償資金協
力につなげる、または、自国で財源を確保し自立発展につなげる必要があるとのコ
メントが多数あった。また、政策面の改善や人材の育成も併せて取り組む必要があ
るとのコメントもあった。これらを受けて、当省としては、今後、基礎調査や技術
開発等の事業成果の有効活用を推進するため、ＪＩＣＡやＪＢＩＣとの連携を強め
ること等を検討する必要がある。

・ また、結果が比較的低かった事業については、事業が途中段階であり成果が目に
見えた形で表れていないことから、アンケートへの回答が難しかったことが一因で
あると考えられる。

※主な事業
○アフリカ地域における食糧の持続的生産技術普及支援調査
アフリカ諸国の貧困と栄養不足の解消に向けた自助努力を支援するための政策的方
向性を探る基礎資料として、現地営農実態についての調査、既存の優れた栽培技術
の把握、実効性、普及可能性を分析・検証。

○水資源開発戦略構築調査
アジアモンスーン地域における低コストで水効率の良い末端水利施設の整備手法及
び住民参加型末端水管理手法を検討。

○開発途上国農民組織化推進事業
農民組織の育成・強化を通じ、農業農村の発展・活性化を図るための研修を実施。

改善・見直しの方向

・ 飢餓・貧困の削減に引き続き取り組む中で、ＯＤＡをより効果的・効率的に活用
するため、稲作分野等の我が国の比較優位性が高い得意分野を対象とした技術支援
といった視点も重ねつつ、重点的に取り組むべき課題を検討していく。その際には、
我が国も含めた食料安全保障の確保に向けた総合的な取組を実施していく。

・ 事業の運用においては、事業計画段階から相手国政府と協調すること、成果の活
用方法について助言等を行うこと等を検討する必要がある。

・ また、ＪＩＣＡやＪＢＩＣとの連携の強化については、基礎調査や技術開発等の
事業成果を随時報告する等の方策を検討する必要がある。



目標② 目標値、実績値、達成状況
地球環境保全へ
の貢献 本年度の目標値 １００％（各年度）

本年度の実績値 ８０％
達成状況 ８０％ 達成ランク Ｂ

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 結果は概ね良好であった。
・ 妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性ともに概ね良好な結果が得ら
れた。

・ これは、砂漠化、地球温暖化等の地球規模の環境問題が顕在化する中で、
① 環境問題への対応というニーズに加え、開発途上国の農地や草地の持続的な利
用というニーズに合致していたこと

② 現地に実施圃場を設置し、相手国の農業研究機関等と共同で調査を実施する等
現地に適した効果的な成果を目指していることが評価されたこと

等が一因となっていると考えられる。
・ しかし、事業成果が地球環境保全へ貢献するとの評価された一方で、事業の効率
化を図るため、より一層相手国関係者との連携をとることが重要であるとのコメン
トもあった。

・ また、結果が比較的低かった事業については、事業が途中段階であり成果が目に
見えた形で表れていないことから、アンケートへの回答が難しかったことが一因で
あると考えられる。

※主な事業
○アジア環境保全型農業パートナーシップ構築支援事業
アジア地域における水田からのメタン等温室効果ガスの発生抑制対策や、環境保全
型農業の推進方策・連携方法等を検討。

○アジア地域砂漠化防止対策調査費
砂漠化の詳細な要因分析、実証ほ場における当該地域に適した持続的農業農村開発
手法を検討。

改善・見直しの方向

・ 地球規模の環境問題については我が国へも影響を及ぼすこと、世界の食料安全保
障の達成を目指していく上でも重要な課題となっているものもあることから、今後
も重点的に取り組む必要がある。

・ 事業の運用については、基礎調査や技術開発等の事業成果の有効活用を推進する
ため、同様の問題を抱える他の地域にも普及・展開されるよう相手国政府等に積極
的に呼びかけること、成果の活用方法について助言等を行うこと等を検討する必要
がある。

・ また、ＪＩＣＡやＪＢＩＣとの連携の強化についても、基礎調査や技術開発等の
事業成果を随時報告する等の方策を検討する必要がある。

目標③ 目標値、実績値、達成状況
我が国の農業政
策への理解の促 本年度の目標値 １００％（各年度）
進 本年度の実績値 ７８％

達成状況 ７８％ 達成ランク Ｂ

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 結果は概ね良好であった。
・ 妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性ともに概ね良好な結果が得ら
れた。

・ これは、「農業の多面的機能」等の概念や我が国の農業政策について継続してワー
クショップ等を行っていることから、相手国が理解を示してきたことが一因となっ
ていると考えられる。



改善・見直しの方向

・ 近年、ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉等の国際交渉において、開発途上国が重要なプレーヤ
ーとなってきていることから、我が国の立場を反映した合意形成を目指す中でＯＤ
Ａを戦略的に活用することが重要であり、これに資する事業への重点化を図る。

・ さらに継続事業の運用面においても、ＷＴＯ香港閣僚会議に際して表明した「開
発イニシアチブ」（※注）の具体的展開やＥＰＡ交渉を主導的かつ加速的に進めてい
くことに資する活用に集中化するとともに、必要に応じて各種事業を効果的に連携
していくことが必要である。

※（注）開発イニシアチブ
昨年１２月のＷＴＯ香港閣僚会議に際して小泉総理のイニシアチブのもと、途上国
の開発を進め、自由貿易体制から更なる利益を得られるようにするため、途上国に
対して、生産の現場から輸出先の食卓等までの一連の流れを包括的に支援する「開
発イニシアチブ」を策定。

※主な事業
○「農業の多面的機能に関する計量的調査研究及び普及事業
農業の多面的機能の概念及びその重要性についてアセアン諸国に浸透させるため、
調査研究、普及セミナー等を実施。

目標④ 目標値、実績値、達成状況
突発的・大規模
な問題への適切 本年度の目標値 １００％（各年度）
な対応 本年度の実績値 ８３％

達成状況 ８３％ 達成ランク Ｂ

政策目標を達成するための政策手段の有効性

・ 結果は概ね良好であった。
・ 妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立発展性ともに概ね良好な結果が得ら
れた。

・ これは、近年、自然災害や人畜共通越境性疾病等の突発的・大規模な問題が多発
している中で、
① それらに備えた対策や早急な復興の必要性を開発途上国も重要視しており、そ
のニーズに合致していたこと

② ＢＳＥ診断技術や口蹄疫封じ込め戦略等の我が国の経験・知見・技術が相手国
にとって有効であると評価されたこと

等が一因となっていると考えられる。
・ また、結果が比較的低かった事業については、事業が途中段階であり成果が目に
見えた形で表れていないことから、アンケートへの回答が難しかったことが一因で
あると考えられる。

※主な事業
○参加型農業農村復興支援対策調査
各国における高い汎用性がある参加型農業農村復興支援技術を開発。

○牛海綿状脳症国際貢献事業
アジア地域における牛海綿状脳症に関する知識の啓発・関係技術者を対象とした研
修を実施。

改善・見直しの方向

・ 自然災害や人畜共通越境性疾病等の突発的・大規模な問題は、発生した開発途上
国のみならず、我が国を含めた世界の食料安全保障等にも甚大な影響を及ぼす恐れ
があるため、今後も積極的に取り組む必要がある。

・ 特に、鳥インフルエンザへの対応については、現在、感染が拡大し世界的に喫緊
の課題となっている中で、アジア地域全体の防疫体制の枠組みづくりをはじめとす
る一連の対策を総合的に支援する。

・ また、復興支援については、技術開発の成果をとりまとめつつ、ＪＩＣＡやＪＢ



ＩＣに事業成果を随時報告する等連携を強化し、いち早くその効果を発揮させるこ
とが必要である。

総合的な所見 本政策分野については、各目標を概ね達成しているが、今後とも目標値達成に向け
（各局政策評価 更に効果的・効率的に実施していくことが必要である。
担当課長） その際には、効果やインパクトをより大きくする観点から、我が国が比較優位性を

有する分野や食料安全保障と環境問題・水問題の同時解決を目指す分野、我が国農政
にも影響が大きい国際規範の策定・普及に資する分野等への取組を一層強めていくこ
とが必要である。
また、近年、ＷＴＯ、ＥＰＡ交渉等の国際交渉において、開発途上国が重要なプレ

ーヤーとなってきていることから、我が国の立場を反映した合意形成を目指す中で、
国際交渉全体の牽引・加速に資する協力として協力ニーズの高い分野への対応強化や
攻めの農政にも資する分野への協力等に重点化を図る等ＯＤＡを戦略的に活用するこ
とも必要である。

【政策評価総括組織（企画評価課長）の所見】
評価結果は概ね妥当であり、改善の方向を踏まえて、施策への見直し・反映に努めるべきである。
また、今回の評価方法は、個々の事業の国際基準に沿った評価結果を集計したものであることから、全

体の目標達成に対する効果について一層の分析が必要である。国際協力においては、その効果が発現する
までに一定期間を要することから、アンケートを実施する時期について、検討する必要がある。

【評価会委員の意見】



政策分野

政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

開発途上国（農業統計）
人材能力改善プログラム
作成事業

- 7

　ミャンマーへの調査員派遣
及び日本への招聘研修・協
議を通じ、ミャンマーにおける
人材育成開発プログラムを完
成。本プログラムを活用して、
ミャンマーにおいて農業統計
の改善のための研修を計画。
　相手国政府関係者へのア
ンケート結果は90％で、相手
国とのニーズの合致、飢餓・
貧困への削減の貢献度等に
ついて高い評価を得た。

途上国支援のための情
報収集提供事業費

- 37

 開発途上国についての情報
の収集及び収集した情報の
整理・加工を行い，印刷物の
他，インターネット等を通じて
迅速に国際協力専門家への
提供等を実施。
 国際協力専門家へのアン
ケート結果は78％であるもの
の、今後について情報提供
の手法を拡充することで、事
業成果の増進が可能である。

食料・農業・農村に関する国際協力の推進

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見

ASEAN地域後発開発途上国にとって
最適な人材育成開発プログラム（研修
基本計画、研修プログラム等）の開発

分野の目標等

開発途上国についての信頼性の高い
十分な情報を的確に収集し、国際協
力専門家に提供（①②④）

実績評価（政策手段シート）

① 飢餓・貧困の削
減への貢献



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

海外農林業開発協力促
進事業費

- 35

　優良案件の発掘・形成調
査、地域別農業開発説明会
の開催等を実施。
　民間企業関係者を対象とし
たアンケートの結果は７５％で
あり、民間主体による農林業
開発協力の推進に役立った
ことが認められる。

農林水産業個別協力戦
略推進事業費

- 44

　スリランカにおける農産物
市場・流通システム分野の協
力プログラムを策定、また、カ
ンボジア国において地域農
業振興を図る協力構想を策
定。関係政府部局責任者等
を対象としたｱﾝｹｰﾄ結果は８
８％と良い結果であり、案件
形成にとって有効。今後、事
業が実現することにより飢餓・
貧困削減への貢献が更に高
まる。なお、これまでに、14件
が実施に結びついている。

人口問題が農業・農村
に与える影響に関する
基礎調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

12

　農林水産業協力関係者（国
内、調査対象国）等を対象と
したアンケートの結果は73％
であり、人口問題を考慮した
農林水産業協力の検討がな
されたと認められる。
　一方、本調査の成果は、今
後の国別援助計画の策定時
に反映されるよう活用してい
く。

民間主体による農林業開発協力に係
る優良案件の発掘・形成を促進し、地
域別協力重点分野に係る検討、投資
関連情報を整備し、我が国の海外農
林業開発協力を推進

開発途上国において円借款に結びつ
き得るような具体的プロジェクトに係る
案件形成支援のための調査を実施
国別協力方針策定国の中から重点項
目を選定し、資金協力、技術協力に
結びつき得るような協力構想を策定

人口増加に伴う諸問題と農業・農村環
境が互いに与える影響を調査するとと
もに、その結果の分析・研究し、効果
的な援助実施方針を検討（①②）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アフリカ地域における食
糧の持続的生産技術普
及支援調査

- 18

　先進的営農モデル農家の
協力により、ネリカ米の導入・
普及について一定の実証調
査結果を得た。
　調査対象国において本事
業に関係している政府研究
機関職員、協力生産者及び
NGO等を対象としたアンケー
トによる評価結果は73％であ
り、ネリカ米の試験栽培にお
いて短い雨期にコメの二期作
に成功し農民の所得が向上
する等飢餓・貧困に資する調
査結果を得た。

アジア地域ポストハーベ
ストロス共同調査及び技
術改善支援事業

- 6

ポストハーベストロスマニュ
アルを作成（ラオス、カンボジ
ア）。
　ラオス及びカンボジアの学
識有識者及び専門家を対象
としたアンケート結果は８５％
であり、対象国では収穫時の
ロス削減の必要性について
の認識は高く、このマニュア
ルを基礎にして農家などに指
導などが出来ることもあり、総
合的に高い評価を得る結果
となった。

アフリカ諸国の貧困と栄養不足の解
消に向けた自助努力を支援するため
の政策的方向性を探る基礎資料とし
て、現地営農実態についての調査、
既存の優れた栽培技術の把握、その
内容、実効性、普及可能性を分析・検
証

我が国の開発途上国における食料安
全保障の達成への貢献の一環とし
て、対象国の穀物の技術指導者等へ
の指導マニュアルを作成



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

持続的農業技術協力効
率化事業

- 10

　ベトナム国及び東南アジア
における持続的農業生産支
援システム構築のための技術
指針を作成。
　JICA及び当省関係団体等
を対象としたアンケート結果
は68％で、本指針について
は、飢餓貧困の削減に概ね
貢献するとの評価を得た。

農業機械利用体系確立
技術協力促進事業

- 8

　ガーナ国及びアフリカにお
ける農業機械適正利用のた
めの技術指針を作成。
　JICA及び当省関係団体等
を対象にしてアンケートをし
た結果は７５％であり、本指
針については、飢餓貧困の
削減に貢献するとの評価を
得た。

砂漠化防止対策推進体
制検討調査委託費

持続可能な農業農村開
発に資する砂漠化防止
技術の普及に関するマ
ニュアル策定

155

 砂漠化防止対策推進体制
構築のための運営要領や普
及・啓発に向けた各種教材を
作成。
 アンケート結果は90%で、今
後、本運営要領について砂
漠化防止対策に貢献できると
の評価を得た。

持続可能かつ安定生産が可能な品種
選抜、土壌保全管理、施肥等農業生
産支援システムの実態、問題点、改善
策等を調査・分析し、持続的農業生
産支援システム構築のための技術指
針を策定

農業生産性の向上による食糧増産の
ための手段として導入されてきている
農業機械について、その利用及び故
障対処等にかかる問題点を調査・分
析し、農業機械の適正利用のための
技術指針を作成

砂漠化防止に資する農民参加型事業
のための技術マニュアルの開発及び
民間セクターを活用した推進体制の
検討



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

水資源開発戦略構築調
査委託費

低コストで水効率の良い
末端水利施設整備手法
及び参加型末端水管理
手法マニュアルの策定

63

 今年度までの成果として第４
回世界水フォーラムでアジア
モンスーン地域での農民参
加型末端水管理手法を取り
まとめた成果情報の発信を
行った。
 アンケート結果は78%で概ね
良好な評価を受けており、参
加型末端水管理手法マニュ
アルの策定に高い期待が寄
せられている。

参加型農業農村復興支
援対策調査

- 50

 現地の水資源の状況や住民
組織、経済状況などのベース
ライン調査を実施。調査対象
国の国内事情によりアンケー
ト未実施。

地域資源利活用農業農
村開発基礎調査費

農業農村の状況及び地
域資源の状況を踏まえ
た地域資源を利活用し
た技術に関する報告書
の作成

25

 現地の農業農村状況や地
域資源等の状況を把握する
基礎調査を実施。
　アンケート結果は78%であ
り、持続可能な開発を進めて
いくための調査として貢献し
ているとの評価を得た。

プロジェクト事前調査費 - 28

 延べ70人の調査団が18カ国
で現地調査を実施（32案
件）。
　 アンケート結果は83%となっ
ており、案件形成手法の検討
の一役を担っていると評価さ
れている。

アジアモンスーン地域での低コストで
水効率の良い末端水利施設の整備
手法及び住民参加型末端水管理手
法の検討

農業農村状況、地域資源の状況等を
踏まえ、種々の技術の発展の可能性・
汎用化の検討に係る基礎的な調査

各国において高い汎用性がある参加
型農業農村復興支援技術の開発（①
④）

現地タスクフォースとの意見交換等を
通じたＯＤＡ案件形成手法の調査・検
討



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

農業農村開発戦略検討
調査費

- 11

技術研修：２回開催（13名参
加）、国際機関職員セミナー
(23名参加)
　国際機関職員や政府職員
と意見交換等を実施した結
果、アンケート結果は75%と概
ね良好であり、今後とも本業
務における情報収集等が必
要であると考えている。

食料安全保障確立支援
事業費

- 12

グローバルな食料安全保障
に関するワークショップ等の
開催及び過去に開催した
ワークショップ等の取りまとめ
を実施。
　ワークショップ参加者に対
するアンケート結果は６５％で
あった。当事業の有効性を高
めるために、今後、ワーク
ショップの開催方法等につい
て検討していく必要がある。

世界食料安全保障キャ
ンペーン活動連携事業

- 12

NGOへの国際協力の情報
提供及び開発途上国の農業
情報の収集･分析･提供を実
施。
　NGO等へのアンケート結果
は７５％であり、概ね良い結
果を得た。今後は、当事業の
有効性を高めるために、刊行
物等の情報の提供量の増加
等について検討していく必要
がある。

FAOの活動に積極的に貢献していく
ため、FAOを通じた具体的な協力方
針を検討する専門家委員会の設置、
国際ワークショップの開催

FAOが取り組んでいる「世界食料安全
保障キャンペーン」に関する情報提供
システムの整備等広報活動の実施

開発途上国に必要な情報収集・意見
交換及び国際機関等技術者とのセミ
ナー・ワークショップの実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

調査普及事業 - 6

　FAO事業を国内へ普及宣
伝するための講演会等の開
催及び世界食料農業白書の
刊行を実施。
　講演会参加者に対するアン
ケート結果は７９％であり、当
事業により、飢餓・貧困に対
する国民意識の向上に概ね
貢献した。今後は、より有効
性を高めるために講演会の
開催方法等について検討し
ていく必要がある。

国際食糧農業情報セン
ターの運営

- 9

 FAOから提供された資料の
整備及び情報提供を実施。
 ＦＡＯ協会会員に対するアン
ケート結果は72％であった。
今後は、当センターの運営の
有効性を高めるため、認知度
を高めること及びインターネッ
トによる情報提供により重点
を置く等検討していく必要が
ある。

食料・農業・農村に関す
る国際年等推進事業

国際年の趣旨に対する
理解度が１００％

8

　米･稲作･水田の重要性に
ついてのシンポジウム等の開
催を実施。国際年の趣旨に
対する理解度：７０％
　シンポジウムに参加者に対
するアンケート結果は６９％で
あり、目標を達成させるため
にはインターネットやメディア
等を活用した広報活動をより
取り入れる等検討していく必
要がある。

FAO事業を国内へ普及宣伝するた
め、講演会等を開催

ＦＡＯ及び国際機関から発行される資
料等の整備、データベース化、オンラ
イン化に必要な体制を整備

国際コメ年への取組成果を基礎とし
た、コメ・稲作・水田の重要性について
の事例や情報の収集、国民各層を対
象としたシンポジウムの開催



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

開発途上国農民組織化
推進事業

- 46

　途上国農民組織の発展段
階に応じて42名を対象に研
修を実施。
　研修生を対象としたアン
ケート結果は８３％であった。
組織化、組織運営及び事業
企画・展開のノウハウを移転
をしたことにより、今後、農民
組織活動、生活改善活動の
拡大に活用されることが期待
できる。

ＮＧＯ等農林業協力推
進事業

- 52

15団体への専門家派遣、
国内NGO研修21人、技術指
導書「熱帯の野菜・主要果樹
の病害虫防除」作成等を実
施。
　支援を受けたNGOや研修
参加者を対象としたアンケー
ト結果は93％であり、 ニーズ
の合致や飢餓・貧困の削減
への貢献等について高い評
価を得た

アジア農業生産性向上
事業協力

- 30

　18ヶ国からの参加者56人に
対する研修、フォローアップ
のための専門家派遣を実
施。
　参加者を対象としたアン
ケート結果は53%であり、今後
の研修の更なる質の向上等
が求められた。

農民組織の育成・強化を通じ、農業農
村の発展・活性化を図るための研修を
実施

NGOの農林業分野における協力活動
を技術的な観点から支援するため、
NGOが自ら確保困難な専門家の海外
の活動現場への派遣、国内でのNGO
の専門家に対する研修、NGO向け技
術指導書の作成等を実施

アジア地域の農業生産性向上に関す
る研修、国際会議、専門家派遣を実
施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

日アセアン地域技術交
流事業

相手国ニーズへの適応
度及び我が国の農業政
策に対する理解度：１０
０％

28

相手国ニーズへの適応度：７
３％
我が国の農業政策に対する
理解度：７８％
　参加者を対象としたアン
ケート結果７３％と概ね良好
な結果であり、的確な協力ﾆｰ
ｽﾞ把握に効果を発揮したと考
えられる。

ASEAN諸国等農林水産
物の市場多様化のため
のキャパシティー・ビル
ディング支援事業

- 20

　ASEAN諸国等開発途上国
の農林水産物輸出先の市場
多様化のためのキャパシ
ティー・ビルディング支援セミ
ナーを開催。
　アンケート結果は65％であ
り、今後はより農業、農村開
発などに言及し、飢餓・貧困
の削減に貢献することを示す
よう検討する必要がある。

アジア農業青年人材育
成事業

この事業の相手国政府
関係者へのアンケート調
査による
①相手国ニーズへの適
応度：１００％
②我が国の農業政策に
対する理解度：１００％

61

６０人を対象に研修を実施、
専門家１名をフィリピンへ派
遣。
相手国ニーズへの適応度：８
０％
　研修生を対象にしたアン
ケート結果は８０％であり、研
修終了後母国で研修成果を
広めたいとの回答が多数あっ
たことから、飢餓・貧困の削減
に貢献すると考えられる

アセアン地域の的確な協力ニーズを
把握し、開発援助を効果的・効率的な
ものとするため、農業政策に関するセ
ミナー等を実施（①③）

ASEAN諸国等開発途上国の農林水
産物の輸出促進を図るために主要先
進国等の市場状況などを調査し、セミ
ナーを開催

　アジア地域の農業・農村の近代化を
担う農業青年の人材育成を図るため、
アジア各国からの我が国農家への受
け入れ
専門家等の派遣による帰国研修生の
フォローアップの実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

バイオテクノロジーに関
する途上国研究者の能
力構築

バイオテクノロジー共同
研究の招へい者数：2人
（平成17年度）

9

ベトナム、フィリピンより研究
者を2人招へいし、成果目標
に掲げる当初の目標は達成
した。
　また、アンケート結果は１０
０％であり、途上国研究者の
我が国への招へいによる共
同研究の実施は適切であっ
た

海外農業農村開発技術
センター等事業費

- 61

　中国水利部、建設部等との
交流、現地適正化交流セミ
ナーを開催。
　政府職員や農民と技術・意
見交換を実施。アンケート結
果は65%であり、今後の各国
における飢餓貧困の削減に
関する技術の発展が期待さ
れるところである。

ＩＣＩＤ技術交流費 - 23

　ICIDの会議及び各作業部
会への専門家派遣等を実
施。
　日本が所属している作業部
会の関係者等を対象としたア
ンケート結果は９０％であり、
JNC-ICID（日本国内委員会）
の活動は多大な貢献をして
いると高く評価されている。

開発途上国の実情に適した技術マ
ニュアルの作成、セミナー等を通じた
技術交流の実施

途上国の若手研究者を我が国に招へ
いし、能力を引き上げるための招へい
共同研究を実施

かんがい排水等に係る技術の研究、
開発、普及のための調査・研究及び
情報交換の支援



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

準専門家派遣拠出金
（FAO拠出金）

- 33

　ＦＡＯ準専門家として当省
職員を3名派遣。
　準専門家に対するアンケー
ト結果は７０％であり概ね良
好な結果が得られた。今後、
FAOの事業を通して得られた
知見を国際協力業務に活用
することは非常に有効であ
る。

アジア食料安全保障情
報化推進事業
（FAO、ASEAN拠出金）

- 91

　国際研修、ワークショップ及
び各種会議を実施するととも
に、国内セミナーを実施。各
国内情報ネットワークの整備
が進められ、データベースに
は各国からの最新のデータ
が蓄積。
  なお、相手国統計情報担当
官に対するアンケート結果は
78％と概ね良好で、食料・農
業統計の技術・知識の習得
に有効であり、成果が十分活
用されていると評価を得た。

市民社会参加型農村開
発支援事業
（FAO拠出金）

- 29

　遺伝子組み換え植物と食
料安全保障に関する公開セ
ミナーを実施。
　セミナーに参加したＮＧＯを
対象としたアンケート結果は７
５％であり、ＮＧＯの能力向
上、国際機関とＮＧＯの連携
に貢献するとの評価を得た。

将来、国際農林業開発協力活動に従
事しうる人材の養成するため、当省職
員をＦＡＯに準専門家として派遣

精度の高い農業データの収集、食糧
需給予測モデルの開発、栄養不足の
諸要因の分析及びこれら情報をアジ
ア地域で共有するための情報ネット
ワークを構築

我が国ＮＧＯの強化を通じた国際機
関が行う国際協力への市民社会の参
加を促進するため、NGOに対し、参加
可能なプロジェクトの情報収集、研
修、ワークショップを実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

途上国農業の多面的機
能の現実政策への応用
（FAO拠出金）

農業政策の相手国ニー
ズへの適応度：１００％

121
評価可能な成果がまだ表れ
ていないため、アンケートに
ついては今後実施の予定。

アジア地域の農業分野
における復興支援事業
（FAO拠出金）

復興が求められている
地域の食料自給の達成

151
アンケートについては今後実
施の予定。

アジアにおける食品安
全・動植物検疫関連支
援事業
（FAO、OIE拠出金）

事業対象３カ国における
政策への反映度：１０
０％

146
アンケートについては今後実
施の予定。

アジア水田・水環境シス
テム分析評価調査
（FAO、MRC拠出金）

事業対象国政府関係者
等の本調査結果の理解
度及び計画案への反映
度が１００％

61

事業初年度である17年度に、
関係国の事業コンセプトの理
解、今後の進め方、FAOとの
連携等を含めたワークショッ
プを行い、了解を得たところ。
したがって、成果について具
体的に記述できるものはない
が、アンケート結果は７３％
と、特に妥当性、有効性の評
定が高く、期待の高さが伺え
た。

開発途上国人材養成協
力事業
（FAO拠出金）

- 11

　フィジー,ラオス等にＦＡＯ準
専門家を派遣。
　準専門家に対するアンケー
ト結果は８０％であり、事業の
策定・形成当の得られた技
術・知見を通して通して今後
の国際協力業務に役立つ等
との良い評価を得た。

水田農業及び農業用水のもつ多面的
な役割を適正に維持推進する政策提
案、それを踏まえた水利用のモデル
計画を策定。

政治情勢、紛争、災害等により損害を
被った開発途上国に対し、中長期の
経済復興支援、特に産業の基盤とな
る農業・水産業の復興に繋がる農村
開発支援を実施（①④）

途上国における農業の多面的機能に
配慮した政策立案を促進するための
ガイドラインを策定、普及（①③）

動植物検疫及び食品の安全性に関
する能力向上を図るため、ワークショッ
プの開催、専門家の派遣等を実施
（①④）

開発途上国の開発プロジェクト担当者
の資質向上を図るため、ＦＡＯプロ
ジェクトに研修参加させる



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

国際食品規格策定・整
備事業
（FAO拠出金）

我が国の国際事情を踏
まえた国際食品規格を１
規格以上作成

20

 コーデックスで検討されてい
る数多くの国際食品規格案
に我が国の事情が反映され
た。
 アンケート結果は95％であ
り、本事業の目標は達成され
たと考えられる。

アジア地域慢性的栄養
不足人口削減支援事業
（WFP拠出金）

- 214
評価可能な成果がまだ表れ
ていないため、アンケートに
ついては今後実施の予定。

フード・フォー・ワーク広
域普及支援事業
（WFP拠出金）

- 225
評価可能な成果がまだ表れ
ていないため、アンケートに
ついては今後実施の予定。

アジア農業生産性向上
後発開発途上国（LDC)
等支援事業
（APO拠出金）

- 42

　ＮＰＯスタッフの運営の運営
能力向上及び現地モデル企
業（農産加工業）の技術指導
を目的とした日本における研
修（4ヶ国、24名参加）、専門
家の派遣（4ヶ国、のべ14人）
を実施。
　ＮＰＯスタッフ等を対象とし
たアンケート結果は、88%であ
り、高い評価を得た。

節水条件下における水
稲栽培技術の開発
（IRRI拠出金）

- 36

　主に節水条件に適応した
品種の選定と生理学的メカニ
ズムの解明を実施。
　また、本年7月にアンケート
を実施予定。

アジア地域において、WFPが実施す
るFFWにより、灌漑用水路の復旧・構
築を実施

西アフリカ地域において、WFPが実施
するFFWにより、水田開発を実施

各国生産性本部（NPO）強化を図るた
め、パイロット事業やスタッフの強化研
修等を実施

節水型栽培に適した稲育種素材の育
成及び節水条件下における土壌・作
物管理技術の開発

コーデックス委員会事務局に専門家
を派遣するとともに、コーデックス規格
作成に資するための専門家会合を実
施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

赤かび抵抗性麦類の開
発
（CIMMYT拠出金）

- 61

主に幅広い遺伝子供給源
を対象とした赤かび病抵抗性
遺伝子源のスクリーニングを
実施。
　また、本年5月にアンケート
を実施予定。

農協組織育成強化長期
研修事業
（ICA拠出金）

- 43

　開発途上国12名を対象に
研修を実施。
　研修生を対象としたアン
ケート結果は８８％であり、研
修員が農民組織の役割・機
能・事業運営等の理解を深
め、関係者に伝達することに
より、自国での生産向上、生
活改善及び農業技術の向上
が期待できる。

漁協組織育成強化現地
研修事業
（ICA拠出金）

- 9

　スリランカにおいて漁協の
開発に関するセミナーを開催
（60人参加）。
　参加者に対するアンケート
結果は８８％であり、経済事
業開発及び資源管理の立場
にたった漁協の開発に貢献
することを目的としたセミナー
を実施したことにより、漁業及
び漁協の持続的発展に貢献
する人材育成に寄与したもの
と期待できる。

漁民の自主的組織である協同組合の
活動を活性化を図るための研修の実
施

バイオテクノロジーを活用した赤かび
病抵抗性麦類の開発

農民の自主的組織である協同組合の
活動を活性化を図るための研修を実
施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

農村女性組織強化と営
農・生活改善研修事業
（ICA拠出金）

- 21

　開発途上国8名を対象に研
修を実施。
　研修生を対象としたアン
ケート結果は８５％であり、農
家訪問、加工施設の見学等
による研修成果の自国での
啓蒙及び農協女性強化プロ
ジェクトの形成を自国で提言
することにより、農村女性の農
業協同組合活動への参加の
促進が期待できる。

アジア地域食料安全保
障強化支援事業
（ASEAN拠出金）

- 40

 メディアキャンペーンによる
宣伝活動、備蓄・放出メカニ
ズムの研究、運営委員会の
開催及び関連会議への参加
等を実施。
　各国農業関係者等に対す
るアンケート結果は６５％であ
り、備蓄試験後の評価に基づ
くスキームの改善が求められ
たことと同時に、本事業を通
じた飢餓・貧困の削減や自然
災害からの復興に対する期
待の高さが伺われた。

東南アジア口蹄疫防疫
キャンペーン活動事業
費
（OIE拠出金）

- 10

東南アジア各国を対象に防
疫に関するワークショップを
開催。
　参加国を対象としたアン
ケート結果は、87.5％であり、
当該ワークショップを開催す
ることにより、口蹄疫封じ込め
のための戦略への理解が向
上したとの高い評価が得られ
た。

東アジア地域の食料安全保障の強化
等を目的とした米備蓄システムのパイ
ロット・プロジェクトの実施を通じ、恒久
的なスキームとして実施するためのメ
リット・デメリットを検証。（①④）

協同組合の開発への女性の参加を促
進するための研修を実施

東南アジアにおける口蹄疫の防圧・蔓
延防止を的確に進めるための会議・
研修会等を開催（①④）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

牛海綿状脳症国際貢献
事業
（OIE拠出金）

- 22

　東南アジア各国を対象に
BSE関係技術者を対象とした
ワークショップを実施。
　参加国を対象としたアン
ケート結果は、92.5％であり、
技術の伝達が中央から地域
の研究機関へ有効に行なわ
れているとの高い評価が得ら
れた。

アジア・アフリカ農村開
発機構分担金

関係者（相手国政府関
係者等）へのアンケート
について
①相手国ニーズへの適
応度：１００％
②我が国の農業政策に
対する理解度：１００％

14

相手国ニーズへの適応度：
100%
  アジア・アフリカ開発機構及
び同機構主催のセミナー参
加者を対象に行ったアンケー
トの結果は、95％であり、参
加者等からは高い評価を得
られた。今後ともセミナー等
参加者のニーズに応えるよう
適切に運営していくことが重
要である。

アジア環境保全型農業
パートナーシップ構築支
援事業

ワークショップ出席者に
対し、理解度についての
アンケート調査を行い、
８０％の理解度を目指す
（平成19年度）

13

　ワークショップ出席者に対
するアンケート結果は６０％で
あった。当事業は平成１７年
度から１９年度の３年間を通し
提言をまとめるものであり、初
年度は現地調査・セミナーに
重点をおき、現地で具体的
事業の実証性の確認まで
至っていない結果である。今
後、今年度の調査等に基づく
検証・分析を適切に進めてい
く必要がある。

我が国がアジア・アフリカ地域の農村
復興について国際協力の責務を果た
すため、アジア・アフリカ農村開発機
構の活動支援の一環として、当機構
の運営に必要な分担金を拠出

アジア地域における牛海綿状脳症に
関する知識の啓発・関係技術者を対
象とした研修を実施（①④）

地球温暖化対策の推進を通じた持続
可能な農業の展開に向けて、アジア
各国との政策対話の基盤を構築

② 地球環境保全へ
の貢献



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

途上国支援のための情
報収集提供事業費

- 37

 開発途上国についての情報
の収集及び収集した情報の
整理・加工を行い，印刷物の
他，インターネット等を通じて
迅速に国際協力専門家への
提供等を実施。
 国際協力専門家へのアン
ケート結果は78％であるもの
の、今後について情報提供
の手法を拡充することで、事
業成果の増進が可能である。

人口問題が農業・農村
に与える影響に関する
基礎調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

12

農林水産業協力関係者（国
内、調査対象国）等を対象と
したアンケートの結果は73％
であり、人口問題を考慮した
農林水産業協力の検討がな
されたと認められる。
一方、本調査の成果は、今
後の国別援助計画の策定時
に反映されるよう活用してい
く。

地球的規模の問題に対
する食料・農業・農村分
野の貢献手法に関する
検討調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

23

調査対象国政府職員等を
対象としたアンケートの結果
は７５％であり、途上国の現
状を十分踏まえていると認め
られる。
　一方、本調査の成果は、今
後の国別援助計画の策定時
に反映されるよう活用してい
く。

開発途上国についての信頼性の高い
十分な情報を的確に収集し、国際協
力専門家に提供（①②④）

人口増加に伴う諸問題と農業・農村環
境が互いに与える影響を調査するとと
もに、その結果の分析・研究し、効果
的な援助実施方針を検討（①②）

実施した援助効果を検証し、地球的
規模の問題に対してどのような貢献が
でき、一方でどのような技術が必要と
されているか検討。その上で地域特
性や社会経済の発展に応じ、環境等
にも配慮した効果的な援助実施方針
を検討



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

持続可能な農業と関連
環境問題に関する調査・
技術交流事業

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

12

　事業目標の達成度を図るた
め、海外招聘者を対象とした
アンケートの結果は８４％であ
り、本事業は十分な成果が得
られている。
　一方、本調査の成果は、今
後の国別援助計画の策定時
に反映されるよう活用してい
く。

アジア地域砂漠化防止
対策調査費

農業技術開発マニュア
ルの作成、砂漠化防止
に資する農業開発モデ
ル計画の策定

140

砂漠化防止のための営農類
型の設定について記述した
マニュアル（３カ国語版）を作
成。
 アンケート結果は85%と良好
であり、今後の同国における
砂漠化防止に資する持続的
な農業農村開発に期待でき
る

地域資源利活用型砂漠
化防止対策調査費

地域資源を利用した土
壌保全システムの技術
指針の作成

114

 農業研究機構研究所等と連
携し、現地に実証圃場を設
置。ｳｫｰﾀｰﾊｰﾍﾞｽﾃｨﾝｸﾞ技術
等の確立に向けた調査を実
施。
 アンケート結果は94%であり、
砂漠化防止に資する本調査
の成果に高い期待が寄せら
れている。

砂漠化の詳細な要因分析、実証ほ場
における当該地域に適した持続的農
業農村開発手法の検討

エチオピア国天水農業地帯における
地域資源利活用型の砂漠化防止対
策の確立

持続可能な農業を通した地球環境問
題に関する政策的・技術的課題、今
後の対応策等についての途上国関係
者との議論、技術交流



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

自立支援型黄砂発生源
対策検討調査費

農業農村の状態及び現
地の技術を踏まえた土
地利用、営農計画及び
農業農村開発計画のモ
デル策定

37

 現地の食料農業省や農業
大学等をメンバーとした調
査・調整検討委員会を設置
し、農業農村開発計画のモ
デル策定に向けた意見交換
等を実施。
 アンケート結果は80%と概ね
良好な評価を受け、黄砂発
生源対策の本調査の成果に
高い期待が寄せられている。

農地・土壌浸食防止対
策調査費

深化・汎用化した土壌浸
食防止対策の技術指針
の作成

50

　試験圃場における土壌保
全対策効果の検証を実施。
また、住民の参加を得て土壌
保全技術、事業の実施手法
について検証を行った。
　アンケート結果は90%であ
り、住民参加手法を取り込ん
だ本調査は高い評価を受け
た。

ODAと農産物貿易に関
する政策一貫性に関す
る基礎調査

調査成果の国別援助計
画への反映：１００％

16

　調査対象国在留邦人等を
対象としたアンケートの結果
は８５％であり、我が国関係
者のニーズに合致しているこ
とが認められる。
　一方、本調査の成果は、今
後の国別援助計画の策定時
に反映されるよう活用してい
く。

我が国の農業政
策への理解の促
進

③

ＯＤＡが我が国の食料や農業に対し
て与えている影響について調査・分析
し、ＯＤＡと国内政策との整合、連携を
図り政策一貫性について検討・提言

パラグアイ国の緩傾斜部及び平野部
における貧困削減に資する土壌浸食
防止技術の開発

黄砂発生源対策に関する技術的問題
を解決するための実証調査



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

日アセアン地域技術交
流事業

相手国ニーズへの適応
度及び我が国の農業政
策に対する理解度：１０
０％

28

相手国ニーズへの適応度：７
３％
我が国の農業政策に対する
理解度：７８％
　参加者を対象としたアン
ケート結果７３％と概ね良好
な結果であり、的確な協力ﾆｰ
ｽﾞ把握に効果を発揮したと考
えられる

受入機関における研修
等の実態を踏まえた効
果的な外国人研修・技
能実習の推進のための
調査委託

受入機関における研修
等の実態を踏まえた効
果的な外国人研修・技
能研修の推進のための
農林水産政策分野の研
修に係る問題・課題等に
対する対応策のとりまと
め

10

　外国人研修生の受入機関
を対象とした現地相談会の開
催、アンケート調査等の実施
による受入機関が抱える問
題、課題等の実態把握を行
い、それらを踏まえ、今後の
推進方法について検討を
行った。

国際農業交流促進特別
対策事業

研修生の受入れ等によ
る中南米諸国の日系農
業者への農業技術の移
転・経営能力の向上

154

　中南米諸国の日系農業者
の研修生に対する農業技術・
経営能力の向上のための研
修（受入れ研修、現地研修）
を実施。
なお、アンケート結果は７0％
であり、概ね良い結果となっ
たが、現地の普及体制が十
分でないことが明らかになっ
た。今後、こうした課題をふま
え、事業の改善を行っていく
必要がある。

アセアン地域の的確な協力ニーズを
把握し、開発援助を効果的・効率的な
ものとするため、農業政策に関するセ
ミナー等を実施（①③）

農林水産分野における外国人研修制
度、技能実習制度のより効果的な実
施の推進

我が国及び中南米諸国等の農業者
組織が提携して、技術及び情報の交
流、資金協力等を推進



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アジアモンスーン地域連
携国際コンソーシアム活
動委託

- 6

  国際水田・水環境ネットワー
クの運営会議を開催、水田農
業の多面的機能に関する
バーチャルミーティングを開
催。
  アンケート結果は８８％と良
好な結果であり、多面的機能
の理解を深めることができた
と評価できる。今後はシンポ
ジウムやワークショップの開
催により、国際的な水議論
で、我が国の主張に沿った多
面的機能の重要性等の理解
を醸成する必要がある。

「水と食と農に関する国
際会議（仮称）」開催委
託

- 10

  第４回世界水フォーラムに
於いて「水田における持続的
な水利用と多面的機能、より
良いガバナンス」を開催。
  参加者を対象としたアン
ケートの結果は７８％と概ね
良好な結果であり、多面的機
能に対する理解を深めること
ができたと評価できる。

途上国農業の多面的機
能の現実政策への応用
（FAO拠出金）

農業政策の相手国ニー
ズへの適応度：１００％

121
評価可能な成果がまだ表れ
ていないため、アンケートに
ついては今後実施の予定。

国際水田・水環境ネットワークの核と
なる運営会議の開催、運営及び水田
かんがい技術等に係るドラフトの作成

・国際会議開催に向けた学識経験
者、行政関係者等からなる準備会合
の開催及び技術的ドキュメントの作成
・第４回世界水フォーラムにおける「水
と食と農に関する国際会議（仮称）」の
開催

途上国における農業の多面的機能に
配慮した政策立案を促進するための
ガイドラインを策定、普及（①③）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

アジア地域植物品種保
護制度総合支援事業
（UPOV拠出金）

- 16

　アジア地域会合（51名参
加）、国別セミナー（インドネ
シア）、コンサルティング活動
（中国、インド他）等の活動に
より、アジア諸国において、
植物品種保護制度の普及促
進・運用推進に大きく貢献し
た。アンケート結果は81%であ
り、本事業の成果について、
総合的に高い評価が得られ
た。

農業の多面的機能に関
する計量的調査研究及
び普及事業
（ASEAN拠出金）

相手国ニーズへの適応
度及び我が国の農業政
策に対する理解度：１０
０％

72

相手国ニーズへの適応度：８
０％
我が国の農業政策に対する
理解度：８８％
　参加者を対象としたアン
ケート結果７８％と概ね良好
な結果であり、我が国の農業
政策について理解が促進さ
れたと考えられる。

途上国支援のための情
報収集提供事業費

- 37

 開発途上国についての情報
の収集及び収集した情報の
整理・加工を行い，印刷物の
他，インターネット等を通じて
迅速に国際協力専門家への
提供等を実施。
 国際協力専門家へのアン
ケート結果は78％であるもの
の、今後について情報提供
の手法を拡充することで、事
業成果の増進が可能である。

開発途上国についての信頼性の高い
十分な情報を的確に収集し、国際協
力専門家に提供（①②④）

④ 突発的・大規模
な問題への適切
な対応

農業の多面的機能の概念及びその重
要性についてアセアン諸国に浸透さ
せるため、調査研究、ワーキンググ
ループ会議、普及セミナー等を実施

アジア諸国の植物品種保護制度の整
備を促進するため、地域会合、普及・
確立支援活動を実施



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

参加型農業農村復興支
援対策調査

- 50

今年度は現地の水資源の状
況や住民組織、経済状況な
どのベースライン調査を実
施。調査対象国の国内事情
によりアンケート未実施

アジア地域の農業分野
における復興支援事業
（FAO拠出金）

復興が求められている
地域の食料自給の達成

151
アンケートについては今後実
施の予定。

アジアにおける食品安
全・動植物検疫関連支
援事業
（FAO、OIE拠出金）

事業対象３カ国における
政策への反映度：１０
０％

146
アンケートについては今後実
施の予定。

アジア地域食料安全保
障強化支援事業
（ASEAN拠出金）

- 40

　メディアキャンペーンによる
宣伝活動、備蓄・放出メカニ
ズムの研究、運営委員会の
開催及び関連会議への参加
等を実施。
　各国農業関係者等に対す
るアンケート結果は６５％であ
り、備蓄試験後の評価に基づ
くスキームの改善が求められ
たことと同時に、本事業を通
じた飢餓・貧困の削減や自然
災害からの復興に対する期
待の高さが伺われた。

東アジア地域の食料安全保障の強化
等を目的とした米備蓄システムのパイ
ロット・プロジェクトの実施を通じ、恒久
的なスキームとして実施するためのメ
リット・デメリットを検証。（①④）

各国において高い汎用性がある参加
型農業農村復興支援技術の開発（①
④）

政治情勢、紛争、災害等により損害を
被った開発途上国に対し、中長期の
経済復興支援、特に産業の基盤とな
る農業・水産業の復興に繋がる農村
開発支援を実施（①④）

動植物検疫及び食品の安全性に関
する能力向上を図るため、ワークショッ
プの開催、専門家の派遣等を実施
（①④）



政策手段 成果目標 予算額

目標 目標の内容 （法律・事業名等） （設定されている場合） （百万円）

政策手段の内容
（関連する目標）

実績及び実績に対する所見
分野の目標等

東南アジア口蹄疫防疫
キャンペーン活動事業
費
（OIE拠出金）

- 10

東南アジア各国を対象に防
疫に関するワークショップを
開催。
参加国を対象としたアンケー
ト結果は、87.5％であり、当該
ワークショップを開催すること
により、口蹄疫封じ込めのた
めの戦略への理解が向上し
たとの高い評価が得られた。

牛海綿状脳症国際貢献
事業
（OIE拠出金）

- 22

東南アジア各国を対象にBSE
関係技術者を対象としたワー
クショップを実施。
参加国を対象としたアンケー
ト結果は、92.5％であり、技術
の伝達が中央から地域の研
究機関へ有効に行なわれて
いるとの高い評価が得られ
た。

その他 政府米の貸付に
よる緊急食糧支
援

緊急食糧支援事業 - 5,908

　インドネシア及び北朝鮮に
対する食糧支援に関し、将
来、発生することが見込まれ
る財政的損失を平準化する
ための資金の積み立てを実
施した。

東南アジアにおける口蹄疫の防圧・蔓
延防止を的確に進めるための会議・
研修会等を開催（①④）

インドネシア及び北朝鮮に対する食
糧支援に関し、将来、発生することが
見込まれる財政的損失を平準化する
ための資金の積み立ての実施

アジア地域における牛海綿状脳症に
関する知識の啓発・関係技術者を対
象とした研修を実施（①④）




